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月号新刊ニュース

Information 今月のみみずQuiz？？
～豆知識が増えて、これであなたも雑学王!?

毎月 25 日発売

定価（本体1,400円+税）

9

「独楽（こま）」を英語にすると「Spinning ○○○○」
となります。この○に入る英単語で正しいのは次の
うちどれ？
　①wheel　　② koma　　③ top　　④wood

9月27日は、世界観光機関（WTO）が定めた「世界観光の
日」のようです。外国人観光客の方がカメラを向けているも
のを見ると、「なぜこれに興味を？」と思うことが多々ありま
す。でも「質問されたらどうしよう…。英語で返せない…。」
そう英語に怖気づいて去りながらも頭の中は「？」だらけ。
ということで、今月は「英語」に関するクイズです！

A. ③top　⇒独楽などの伝統工芸品の英語表現につい
ては、『日本伝統文化の英語表現事典』の「第Ⅱ部 芸能・
美術工芸・武芸にまつわる日本文化と伝統工芸品（P127
～P259）」をご参照ください！

Q.

一部ではございますが、下記の通りご紹介いたします！
■日本テレビ系列「ヒルナンデス！」（2018年8月23日放送分）

　『和製英語事典』
■朝日新聞（2018年7月31日付）

　『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』
■日本経済新聞（2018年8月9日付）
　『ルネサンスの多面体百科 』 ほか　

弊社刊行の書籍が
下記の各媒体で紹介されました！

“1964年のオリンピック大会は、日本を変えた。2020年大会
は、世界を変える”らしい。内閣府が2020年までに推進する
科学技術イノベーションとは？感染症の脅威から人々の安全を
確保、訪日外国人の言語の音声翻訳システム、電子地図等の
インフラの整備、サービス提供を行うロボットの導入、気象

レーダなどによる豪雨・竜巻予測情報の高度化、公共車両優先システムの開発などがあ
る。技術革新の推進ではイベント後も継続を願う。さて、オリンピック後の景気の動向を
経済アナリストたちは、景気の不況は免れないと大方が予測。雇用、所得の減少など過去
の大会の傾向から分析している。日本の現状から世界に目を向けると、2017年ではたっ
たの8人が、世界の半分約36億人の保有する資産とほぼ同じとした報告がある。すでに
「世界が変わっている」のだ。人工知能（AI）の急速な発達で、2人に1人の職が代替される
と予測される将来、ベーシックインカム（社会保障としての基本所得）の考え方も注目され
ている。コトラー競争力を高めるマーケティング、コトラーソーシャル・マーケティング、
格差の世界地図、社会学理論応用事典、環境経済・政策学事典、スクリブナー思想史大
事典（全 10 巻）などから、未来図を描くフェアを。

2018 年10月号
（Vol. 33 No. 10） 

特集：光格子時計の新展開／
実用デバイスへと進化する光
格子時計／光格子時計で決め
る正確な時刻／新しい秒の定
義へのロードマップ
� ほか

「安全で治安のよい国」といわれている日本でも、
毎日のように何かしらの犯罪が発生し、テレビや
インターネット、SNS、新聞、ラジオなどのニュー
スでそれらを見聞きしています。犯罪が起きてしま
う原因は一体何なのでしょうか？
　本書は、1996年に刊行された『犯罪の基礎理
論』の新訳版です。各犯罪を理解するためのさま
ざまな犯罪理論が乱立するなか、犯罪は“同じ原
因”によって起きていると「自己統制理論」を解い
た先駆者であるＴ．ハーシとＭ．Ｒ．ゴットフレッドソンが実証データを用い
て詳細に展開し、理論を確立しました。まさにエポックメイキングとも
いえる解説書です。

（M. R. ゴットフレッドソン・T. ハーシ　著　　大渕憲一　訳 
A5 判・272 頁　本体 3,800 円＋税）

注目注目今月の注目の新刊
犯罪の原因を自己統制理論の先駆者らが解説

低自己統制シンドローム
犯罪の一般理論

月間売上げBEST10

❶	 対話のことば
	 オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得
	 井庭	崇・長井雅史　著
	 定価（本体1,300 円 + 税）

❷	 小さな地球の大きな世界
	 プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発
	 武内和彦・石井菜穂子　監修　谷	淳也・森	秀行　訳
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❸	 消費生活アドバイザー受験合格対策　２０１８年版
	 大矢野由美子・安藤昌代	・工藤千草　編著
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❹	 理科年表　平成 30年
	 国立天文台　編
	 定価（本体1,400 円 + 税）

❺	「地球温暖化」狂騒曲　社会を壊す空騒ぎ
	 渡辺	正　著
	 定価（本体1,800 円 + 税）

❻	 コトラー　競争力を高めるマーケティング
	 「デジタル消費者」の時代、アジアから世界へ！
	 山形浩生　訳
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❼	 パターン認識と機械学習　上
	 ベイズ理論による統計的予測
	 元田	浩・栗田多喜夫・樋口知之ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❽	 いかにして問題をとくか
	 柿内賢信　訳
	 定価（本体1,500 円 + 税）

❾	 極論で語る循環器内科　第２版
	 香坂	俊　編著　　永井利幸・村木浩司・宗形昌儒ほか　著
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

	 幸せな名建築たち
	 住む人・支える人に学ぶ 42のつきあい方
	 日本建築学会　編
	 定価（本体 2,800 円 + 税）



B5判　300頁　定価（本体価格10,000円+税）　ISBN978-4-621-30322-1
伊坪徳宏　稲葉　敦　編著

グローバルスケールのLCAを
実現する環境影響評価手法

■グローバル化する企業のサプライチェーンに対応
本書は、国際規格に則り、製品やサービスのライフサイクルにおける環境影響を評価する方法であり、日本企業
が世界規模で環境ビジネスを展開する上での最適な手法LIME（Life cycle Impact assessment Method based 
on Endpoint modeling）の最新版（LIME3）を解説。
環境を意識した企業戦略が各メーカーに求められているなかで、本書はメーカー、自治体の環境政策、立案に
携わる方々に必携の一冊。

16　 第 1部　LIME3 の概要

　▶ 　世界 19 カ国の重みづけ係数を用いることで，各国の環境意識の違いを考慮した分析が可能
になる．

　▶ 　国際的な環境コミュニケーションをより容易にする．相手国の環境条件を反映した評価結果
を伝えることで，相手国にエコデザインやグリーン購入を促すことができる．

 2. 3 LIME3 の枠組み
　図 2.3-1 に LIME3 の枠組みを示す．

　LIME1，LIME2 と同様，LIME3 においても，特性化，被害評価，統合化の 3段階を採用した
が，LIME3 では手法開発のニーズが高く，かつ，日本における事例研究の活用頻度の高い被害評
価と統合化の開発を優先した．以下に示す係数リストをインベントリに乗じることで，評価目的に
応じた結果を得ることができる．
　① 　被害係数リスト：環境負荷物質ごと，影響領域ごと，環境負荷の発生国（資源の場合は採取

国）ごとに算定した．対応するインベントリデータを乗じた後，物質，影響領域，発生国ごと
に得た結果を積算することで評価結果が得られる．

　② 　統合化係数リスト：環境負荷物質ごと，影響領域ごと，環境負荷の発生国（資源の場合は採
取国）ごと，保護対象ごとに算定した．対応するインベントリデータを乗じた後，物質，影響
領域，発生国，保護対象ごとに得た結果を積算することで評価結果が得られる．

　これらのリストはそれぞれ特徴が異なる．特徴の違いについて整理したものを表 2.3-1 に示し
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図 2.3-1　LIME3 の概念図
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た．被害評価は 4項目のエンドポイントごとに評価結果が得られるため，エンドポイントの間でト
レードオフの関係が発生する可能性があるが，自然科学的な知見を中心に評価手法を開発でき，ア
ンケート調査を必要とせず価値判断を含まないメリットがある．LIME3 では被害評価結果の信頼
性をさらに向上させるため，評価対象国の環境条件を考慮した分析を行った．
　統合化を実施することでトレードオフを解消した評価結果が得られるが，回答者の環境意識に関
する情報が不可欠な要素となる．環境に対する問題意識は評価対象国の経済，社会，治安などの条
件によって異なるため，これらの差異について対応した方法であることが望ましい．一方で，すべ
ての国を対象にアンケート調査を行うことは困難であることから，LIME3 では G20 を対象に国ご
とにヒヤリング調査を実施し，地域の多様性を考慮した重みづけ係数を算定した．
　被害係数リストおよび統合化係数リストの開示は，LCA実務者の多様な目的に対応できるよう
に配慮したものである．利用者は表 2.3-1 に示す特徴を考慮して，利用目的に応じて評価手法を選
択することができる．1）

表 2.3-1　LIME3 が開示する 2種のリストの特徴

被害係数リスト 統合化係数リスト

基礎となる学問領域 自然科学の知見，モデルを利用 社会科学の分析方法を利用

評価対象 エンドポイントごと 環境全体

結果の項目数 4項目（人間健康，社会資産，
生物多様性，一次生産）

1項目（無次元指標と経済指標のい
ずれかから選択）

ISO14044（2006）との関係 1） 必須要素（特性化として認識し
た場合） 任意要素

主な用途 LCA，企業評価，自然資本評価
LCA，企業評価，環境効率，フル
コスト評価，費用効果分析，費用便
益分析，自然資本評価

長　所 自然科学的知見の下で結果が得
られる

トレードオフが発生しない
応用範囲が広い

LIME3 の特徴 環境条件の地域性を考慮しつ
つ，全球レベルで分析 国間の環境意識の違いを評価に反映

係数リストの表し方 193 カ国に分類．環境負荷発生
国と被害発生国の関係を示す

G20，先進国，新興国，国ごとの環
境意識の違いを示す

コラム 2.3-1● LIME2 と LIME3 の違い

　LIME3 の主な構成は LIME2 に沿っているものの，複数の点で異なる箇所がある．以下に主
な相違点をまとめた．
（1）地理的な評価範囲
　LIME2 の被害係数は日本国内の環境条件（人口，天候，植生分布など）を基礎としている．
統合化係数は日本国民の環境意識に基づいて算定されている．したがって，他の国における環

1）　ISO14044 と LIMEとの関係の詳細についてはコラム 2.3-2 において説明した．

　LIME3 の主な構成は LIME2 に沿っているものの，複数の点で異なる箇所がある．以下に主
な相違点をまとめた．
（1）地理的な評価範囲
　LIME2 の被害係数は日本国内の環境条件（人口，天候，植生分布など）を基礎としている．
統合化係数は日本国民の環境意識に基づいて算定されている．したがって，他の国における環
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コラム 5.4-1 ●  地域性を考慮した LCIA のために：土地利用の位置に応じたダメージ関数

　維管束植物の絶滅危惧種のうち 408 の種（以下「公開種」と言う）については，当該種が生
育する二次メッシュの位置情報が生物多様性センターウェブサイト（環境省）上で公開されて
　維管束植物の絶滅危惧種のうち 408 の種（以下「公開種」と言う）については，当該種が生
育する二次メッシュの位置情報が生物多様性センターウェブサイト（環境省）上で公開されて
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図 5.4-5 　1個体減少時の各絶滅危惧種の絶滅リスク増加分
（Yamaguchiら（2016）より引用，和訳．一部改変）
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図 5.4-6 　各メッシュにおける絶滅リスク増加分の合計（公開種の
み）．各メッシュについて 1 m2 土地改変時の各公開種の絶
滅リスク増加分を計算した．本図では各メッシュの増加分
の合計を示している．いくつかの特定のメッシュの値がそ
の他のメッシュに比べて特に高い
（Yamaguchiら（2016）より引用，和訳）

組 見 本

本手法が途上国を含む世界各地において持続可能な社会構築に向けた正しい意思決定を共有する
ために広く活用され、我が国発のエコイノベーションが早期に世界に普及されることを強く期待します。

東京大学名誉教授　山本良一
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今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【日本動物学会が書下ろした動物学の事典】

動物学の百科事典
公益社団法人�日本動物学会　編　　岡�良隆　編集委員長
定価（本体20,000円+税）　A5判・800頁　ISBN978-4-621-30309-2　 C3545

１項目２頁／４頁の解説で、あらゆる側面から動物学が一望でき、動物学に関する考え方を、より深い
ものにできる。

生物学・生化学（事典／生物学／動物学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【犯罪の原因を自己統制理論の先駆者らが解説】

犯罪の一般理論　低自己統制シンドローム
M.�R.�ゴットフレッドソン・T.�ハーシ　著　　大渕憲一　訳
定価（本体3,800円+税）　A5判・272頁　ISBN978-4-621-30318-4　C3011

様々な犯罪理論が乱立する中、「自己統制理論」を解いた先駆者である著者が、実証データを用いて詳
細に展開し、理論を確立した解説書。

人文（心理学／犯罪学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【イギリス系人種のアイデンティティの模索】
金沢大学人間社会研究叢書
異郷のイギリス　南アフリカのブリティッシュ・アイデンティティ
堀内隆行　著
定価（本体6,000円+税）　A5判・256頁　ISBN978-4-621-30323-8　C3322

アパルトヘイト研究に偏った南アフリカ史研究の中に、イギリスの問題を定位し、イギリス帝国の植
民地支配の歴史の理解に光を当てる。

人文（専門／外国歴史）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【知って安心。臨床実習の不安を解消】
臨床工学技士のための
臨床実習が楽しくなる本
髙橋純子　編著　　工藤元嗣・中島章夫・松浪可織　著
定価（本体1,800円+税）　A5判・160頁　ISBN978-4-621-30324-5　 C3047

多くの学生が緊張と不安を抱く臨床実習を、楽しく乗り越えるためのガイドブック。臨床工学技士とし
て必要な基本を簡潔にまとめた。

医学・薬学（医学／臨床工学技士（医療関連科学・技術）／実習）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

☆�以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。

注文数 書店番線印【トゥレット症候群（TS）の治療ガイド】

チックのための包括的行動的介入（CBIT）セラピストガイド
―トゥレット症とのつきあい方
D.�W.�ウッズ　著　　金生由紀子・浅井逸郎　監訳
定価（本体4,500円+税）　A5判・144頁　ISBN978-4-621-30298-9　C3011

トゥレット症候群（TS）の治療ガイド。より効果的なチックの管理を患者自身に教えることに重点を置
いた一冊。

医学・薬学（心理学／精神医学／臨床心理学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

☆�下記 1 点は、8 月に刊行されております。


